
 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

     

     

     

    

     

       

 

   

 

 

 

 

  

平成 16 年第 16 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  6 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年７月 27 日（火）16:35～18:34 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 細田 博之 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同    奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

     坂本 剛二 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１） 「17 年度予算の全体像」取りまとめ 

（２） 概算要求基準について 

（３） 郵政民営化について 

3．閉会 

（説明資料） 

○ 17 年度予算の全体像 

○ 平成 17 年度概算要求基準について（谷垣議員提出資料） 

○ 平成 17 年度予算における国庫補助負担金の改革等について（麻生議員提出資料） 

○ 郵政民営化の意義について（有識者議員提出資料） 

○ ユニバーサルサービス義務について（有識者議員提出資料） 

○ 郵政事業をめぐる動向（内閣官房郵政民営化準備室） 

○ 郵政事業のユニバーサルサービス等について（麻生議員提出資料） 
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平成 16 年第 16 回 議事録 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年16回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

○「17年度予算の全体像」取りまとめ

（竹中議員） 本日の議題でありますけれども、昀初に「17年度予算の全体像」をと

りまとめます。続きまして、概算要求基準についての御審議をお願いいたします。

その後、郵政民営化についての御審議をお願いいたします。 

なお、中川大臣は海外出張のため欠席しておられます。坂本副大臣がお出でに

なっておられます。 

それでは、「17年度予算の全体像」につきまして、前回の審議を踏まえまして、

私の方で案を作成しておりますので、事務局から説明をさせます。浜野政策統括

官にお願いいたします。 

（浜野内閣府政策統括官） お手元の「17年度予算の全体像」（案）という資料を御

覧ください。前回有識者議員から御提案いただきましたペーパーをもとに調整を

いたしまして、このようにまとめてございます。 

   まず、冒頭４行ほど予算の全体像の位置づけにつきまして記述をしてございま

す。「17年度予算の全体像」は「基本方針2004」で示した内閣の施策の目標や意

図を予算に反映させるための基本的指針を与え、国民への説明責任を果たすもの

であり、概算要求基準の設定、各府省の概算要求、各般にわたる制度改革などは、

この「17年度予算の全体像」を踏まえて行われる必要がある、というものでござ

います。 

「１．経済の現状・見通しと17年度予算」につきましては、若干の文言の整理

をさせていただきました。①のところ、「財政規律確立への姿勢をより明確化す

る」というふうにしてございまして、その２行目から「そのため、歳出水準をこ

れまで実質的に前年度水準以下に抑制してきたところであり、こうした歳出改革

路線を堅持・強化する。その結果について国民にわかりやすく、かつ明確な説明

責任を果たす。」というふうにしてございます。②といたしまして、「予算のメ

リハリを強化する。」③は「国民への説明責任を果たす」としてございます。 

２ページは、前回のペーパーからほとんど変わってございませんが、「②重点

課題へのメリハリある予算配分」というところでございます。そこの昀後の３行、

「こうした努力を通じて、重点強化期間の初年度予算にふさわしい、これまで以

上に明確なメリハリをつける。また、その結果について国民にわかりやすく、か

つ明確な説明責任を果たす。」としてございます。 

３ページでございますが、「（２）の歳出のフレーム」。上の３行につきまし

ては、１ページ目と同様に「歳出改革路線を堅持・強化する」としてございます。 

それから、前回御議論がございました地方関係につきましては、第２パラグラ

フの下から２行目以下でございますが、「地方財政計画の規模についても、引き
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平成 16 年第 16 回 議事録 

続き抑制努力を継続する。」としております。 

（３）につきましては、若干の文言修正をさせていただきました。 

４ページでございます。「歳入面の改革」でございます。ここにつきましては、

第３パラグラフ目、「特別会計についても、各会計の性格に応じ、制度改革等を

行い、歳出を厳しく抑制する。同時に、歳入面では、特に一般会計からの繰入や

民間等からの借入を前年度以下に抑制することを基本とし、制度的に増加が見込

まれる資金会計、保険会計等については、その抑制に向け昀大限の努力を行うと

ともに、増加要因について、明確な説明責任を果たす。」としてございます。 

昀後のところ、公的債務管理につきましては、「国債・地方債に関する説明責

任の充実を含め」、「適切な債務管理を推進する」としたところでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。本案につきましては、既にいろいろと各省

庁でも御審議をいただいていると思います。特に何かございますでしょうか。奥

田議員どうぞ。 

（奥田議員） 今のページの「（３）主な歳出改革」の中の ２番目の「社会保障関係

費」というのがあるんですけど、この中で「社会保険庁改革に伴う業務の効率化

を予算に反映する」と書いてあるんですが、これは効率化ということですから減

らすということですか。 

（浜野内閣府政策統括官） はい。基本的には、そういう方向でございます。 

（奥田議員） 今、昨日あたりから打ち合わせをどんどんやっているんですけど、減

らすよりも、むしろ、社会保険庁の仕事を理想的な形にしようとすると、瞬間的

には増える可能性があると思うんですけど、そこらあたりは、ぜひ御検討願いた

いと思います。長期的にはもちろん減らさなきゃいかぬわけですけど。 

（谷垣議員） 今、厚生労働省との間で詰めておりまして、まだ完全に形ができたわ

けではありませんけれども、できるだけいい形にするように、また短期的・長期

的もある程度分けて考えておかないといかぬところもあると思います。 

（奥田議員） スウェーデンでは各個人に対してインフォメーションが１年に１回ず

つ出てくるわけですけど、ものすごくりっぱなものが出てくるわけですね。見て

驚いたんですけど、数ページ年金のもので、それにあなたの年齢、年金保険料は

幾ら払いましたねと、今払ったら年金額は幾らですと、そういうのが具体的に書

いてあるわけですよ。それをやろうとすると、相当出口のところやシステムを変

えなきゃできないということですから、完成度の問題にもよりますけど、やっぱ

り相当瞬間的には手間暇もかかるし、金もかかるんじゃないかと、そういうふう

に思っていますので、ぜひお願いいたします。 

（竹中議員） 基本的な改革の方向に合わせてよい査定をしていただくということだ

と思っております。ほかにございますでしょうか。牛尾議員。 

（牛尾議員） 	前回も議論になった予算、歳出を実質的に抑制するという言い方は、

裁量的になり、不透明感が増す旨しばしば指摘しましたけれども、やはり現実的

にはそれは難しくて、歳出改革の路線を一層強化するというふうに竹中大臣の方
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でまとめられました。しかし、基本は昨年度の水準以下にするということを決め

た方が僕は主計局がやりやすいと思ってそう言って、結果としては増えるものが

あった場合には、実質的には減りましたねと我々は言うというのは、発言者が逆

になっているような気がするんですがね。本来、僕らがその後、その割にはよく

やられましたということで実質的には下がっているからいいじゃないですかとい

う議論になると思う。ぜひ、しばしば言っているように、裁量的とか、不透明感

が増さないように、この後にも書いてあるように、今度はやはり、膨張期にあっ

て、今、歳出を切ることは、経済活性化と連動すると経済の成長にはプラスにな

るわけですから、その辺はできるだけ大胆に、しかも透明に後で説明をするとい

うことはぜひお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 私からお願いしたいことはメリハリをつけていただきたいということ

につきる。具体的には、次の議題の概算要求とも関係するかと思うんですが、財

務省の主計局で査定されるときに、主計官の方々、それぞれの省と１対１で対応

している形になっている。と同時に、省庁横断的に横串でも査定をされていると、

このように理解しているんですが、２番目の省庁横断的に横串を入れるというと

ころの査定体制をやはり強化していただく必要があるのではないかと、このよう

に考えています。 

それから、前回の会議で谷垣大臣から重点４分野と言っても、これがかなりの

シェアを占めており、６割ぐらいでしょうか、それだけだと、どうしてもメリハ

リがつけにくい。この点も工夫しなければいけないというようなお話があったか

と思うんですが、結局重点４分野に資源、予算を重点化していこうというのは、

その、スピリットをくんでいただいて、形式論ではなく実質をとっていただく必

要があるのだろうと思うんです。それでないと、重点４分野のラベルさえ張って

あれば重点４分野だということで、いわば判子を押すような形で通すのであれば、

これはメリハリが付かないのは当然です。これは言わずもがなですが、やはりス

ピリットをくんでいただいて、省庁横断的に横串を入れた査定をぜひお願いした

いと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今の吉川議員のメリハリづけ重点分野の問題にも関係するわけですけ

れども、概算要求というのは、要するに要求のときのいわば条件でありまして、

それが仕上がりのところでこの国が今年予算にどのような重点的な施策、あるい

は時代に合わない非効率的な部分のところについて、まさにメリハリをどうつけ

るかと、そこの指針が今の財政編成の手法では限界があるのだろうと。正直、主

計局を中心にしながら御努力をいただいておる。しかも伝統的な手法の中できち

んとした予算編成ができていたという具合に思いますけれども、時代は説明責任

でありますとか、あるいはこれまでの初期条件を大きく変えなければならない時

代になっているときに、今のやり方では、やはり大きな限界があるのではないか

という気がいたしておりまして、ぜひすべての重点分野に、これは「基本方針2004」
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平成 16 年第 16 回 議事録 

でも述べておりますように、成果目標を入れるんだと、こういうことで予算編成

のとっかかりを導入していただく考え方を示したわけですので、ぜひこの辺のと

ころをしっかりと定着をさせていく御努力をいただきたいという具合に思ってお

ります。 

その成果目標をきちんとやっていくときに、これからの「ハリ」の部分として、

電子政府の問題、先ほども奥田議員のお話もございました。これは将来の効率化

にとって極めて重要なポイントでございますので、モデル事業として、これはき

ちんと大きな形で育てていくということが重要なポイントだと思いますので、「メ

リ」の部分のところをしっかり取り組んでいただくと同時に、「ハリ」の部分に

ついて、前向きの効率化された政府と、タックスペイヤーが負担に値する小さな

政府を実現するんだという、そういうメッケージをぜひ込めて進めていただきた

いという具合に思います。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今それぞれ御指摘いただきましたので、できるだけだけ意を体してよ

いものをつくるように、私からも主計局を督励したいと思っております。 

（竹中議員） それでは、今の御指摘等々を踏まえた上で、「17年度予算の全体像」

は、本案のとおり諮問会議としてとりまとめさせていただきたいと思います。ど

うもありがとうございます。今後の予算編成作業につきましては、この全体像を

踏まえて行っていただくことになります。ぜひしっかりとお願いを申し上げる次

第でございます。 

○概算要求基準について

（竹中議員） この問題に関連をいたしますので、概算要求基準について谷垣大臣か

ら御説明をお願いしたいと思います。 

（谷垣議員） 私からは、大きな資料でございますが、ページを開けていただきます

と「メリハリづけの強化に向けたさらなる工夫について」という資料を出させて

いただいております。概算要求基準につきましては、７月30日の閣議了解に向け

て今詰めておるところでございますが、この機会に「メリハリづけの強化に向け

たさらなる工夫について」というこの文章を御説明したいと思います。 

17年度の予算編成では、６月４日の閣議決定「骨太2004」を踏まえまして、従

来にも増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行うと同時に、歳出の抑制と所

管を越えた配分の重点化、効率化を実施していくことが大事だと思っております。

こういう観点から、17年度概算要求基準の枠組みにつきまして、歳出の抑制と予

算配分の重点化、効率化を同時に目指した昨年度の枠組みを継承することを基本

としながらも、メリハリづけに向けての新たな工夫も行いたいと思っております。

詳細については、主計局長から説明をさせたいと思いますが、平成17年度の概

算要求基準につきましては、先ほどとりまとめられた予算の全体像に沿って、今

後与党における御意見や各省との調整も踏まえながら具体案を固めて、明後日の

経済財政諮問会議で御説明をしたいと思っております。厳しい日程の中での調整
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となりますけれども、格段の御理解と御協力をお願いする次第でございます。 

主計局長お願いします。 

（藤井主計局長） それでは、お手元にございます資料に基づきまして説明をさせて

いただきます。 

17年度の予算の概算要求基準につきましては、ただいま谷垣大臣から御紹介が

ございましたとおり、歳出の抑制と予算配分の重点化、効率化、いわゆるメリハ

リ同時に目指した昨年度の枠組みを基本的に継承したいというふうに考えており

ます。 

御覧いただきますように、基本的には、経費を公共投資関係費、義務的経費、

裁量的経費といった３分類といたします。そして公共投資関係費及び裁量的経費、

それぞれにつきましては、前年度予算額、これを一定率削減した上でこの真ん中

のところに「要望額加算措置①」というのがございますけれども、昨年度で申し

上げますと２割増しという要望を認め、一方では、義務的経費につきましては、

年金・医療等の増を除きましては、基本的には、前年度予算額と同額の要求を認

めるということを考えたいと思っております。 

この基本的な枠組みに加えまして、ただいまも諮問会議で御議論ございました

けれども、従来にも増して要求・要望段階から歳出全体の徹底した洗い直し、そ

して制度・施策の抜本的見直し、各経費間の優先順位の厳しい選択を要求官庁に

行ってもらうということといたしたいと思っております。 

具体的には、図中この赤い部分でございますけれども、要望基礎額加算措置と

いうことであります。従来手つかずとなりがちでございましたこの義務的経費、

これつきまして、要求官庁自らが制度の見直しを行いまして、減額要求をした場

合には、その減額見合いの金額につきまして、ちょうど噴水状になっているわけ

ですけれども、公共投資関係費、あるいは裁量的経費の財源への転用を認めると

いうことにいたしたいと考えております。 

それからもう一つは黄色の部分でございます。要望額加算措置②というわけで

ございますけれども、公共投資関係費、あるいは裁量的経費につきまして、既存

の施策の廃止と抜本的な見直しを行った場合は、見直しによる削減額、これは要

望基礎額に当然新しい要求ができるわけでございますが、それに加えまして、同

額を要望上限額に加算するという手法を取り入れることにいたしたいと考えてお

ります。 

なお、注の２に書いてございますように、公共投資関係費と裁量的経費の間で

も自由な重点化を可能とするため、要望に当たって、所要の調整を行うというこ

とを認めたいと考えております。 

以上３つの新たな工夫を行うことによりまして、これらは各府省にとって要

求・要望段階から重点化促進のインセンティブとなると考えております。 

また、各経費の重点化、効率化につきましては、「基本方針2004」を踏まえま

して、重点４分野に施策を集中し、重点強化期間の主な改革及び経済活性化に向

けた重点施策を推進することとし、要求・要望に当たりましては、今、御説明し
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ました各種の手立て、道具立てを活用することによりまして、重点課題に係る要

求・要望には、成果目標を明らかにすることとしたいというように考えておりま

す。 

このほか、ただいま議論がございました政策群につきましても、対象を拡充し、

モデル事業についてもその趣旨を踏まえた事業について要求・要望を行う。ある

いは要求・要望に当たりましては、行政の効率化、簡素化を進めるという観点か

ら単価の縮減、予算の執行及び決算の状況、これらを適切に反映して積算を行う。

さらに科学技術振興費等の要求・要望につきましては、総合科学技術会議等にお

きまして、その提出前に重複の排除、あるいは連携強化の観点から所要の調整を

行うということを考えていきたいと思います。 

こういうことでさらなる予算の質の改善を概算要求基準という段階におきまし

ても、私ども工夫を行ってまいりたいということでございます。よろしくお願い

いたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは関連をいたしまして、麻生大臣か

ら資料が提出されております。 

（麻生議員） 平成17年度の概算要求基準の閣議了解に合わせまして、行財政の適正

な運営を図る観点から、各府省に取り組んでいただきたい事項というのが総務省

の方から要請させていただきたいと思っております。 

特に平成17年度の予算編成というのをやるわけですが、この三位一体改革への

取組を挙げているが、国庫補助負担金につきましては、「基本方針2004」におき

まして、税源移譲に結びつく改革などを実施することとされていることでありま

すので、この方針に従って、国庫補助負担金の一般財源化を積極的に推進してま

いりたいと思っております。こういったことが重要であると考えておりますが、

各省庁において総務省の方から所要の措置の実現に向けての格段の御配慮をお願

いしたいと考えております。特に先月の「基本方針2004」の閣議決定の際にも申

し上げましたと記憶しますが、三位一体改革の円滑な推進を図るためには、これ

はどう考えても各省庁の積極的・前向きな対応が不可欠と思っておりますので、

関係閣僚に対しまして、地方公共団体が行います改革の具体案のとりまとめ作業

に当たっては、ぜひ御協力をお願いしたいということを私の方から各省庁、各関

係担当大臣にお願いさせていただきたいと思っておりますので、あらかじめ御報

告を申し上げておきます。 

（竹中議員） それでは、どうぞ質問を、大きな声で出してください。麻生大臣どう

ぞ。 

（麻生議員） 何となくポンチ絵みたいでやさしく書いて見せているところがみそな

んでしょうけれども、いまいちよくわからぬけど、義務的経費を100 億円減らし

たら……。 

（藤井主計局長） 100 億円の財源は、公共投資関係費あるいは裁量的経費、それぞ

れに重点分野というのが当然あると思います。したがいまして、各省庁が重点的

な課題に応えるために必要であるということであれば、ここで削られた制度改革

7




 

 

 

 

 

平成 16 年第 16 回 議事録 

に伴う100 億円を裁量的経費、あるいは公共投資関係費の部分に、いわば要求財

源として活用していただいて結構であると、こういうことであります。 

（麻生議員） ここで100 億円減らしたら、予算査定権を減らした文科省なら文科省

に与えて、裁量的経費と公共投資関係費に70億円対30億円に割りますということ

を担当の文科省にやらせているという、予算査定権をそっちに渡しますと言って

いるわけですか。 

（藤井主計局長） そこは若干誤解があると思います。100 億円を70億円、30億円の

要望基礎額にはもちろん入れて、彼らのそれぞれの省庁の自助努力を持ち分に加

算はするわけですけれども、だからといって、予算査定でそこが聖域化されるか

といいますと、そうではないわけなので、そこはいわば基礎要望額の世界の中で

一つの持ち分としては確保する。ただし、実際の全体の予算編成の中では予算査

定というのは当然入ってまいります。 

（麻生議員） 怪しいんだよ。大体信用はもともとないからね。そうすると、うかつ

に義務的経費を減らして、何だ減らせるんじゃないと言って、100 億円減らした

ら100億円こっちとこっちに来るかと思ったら全然来なくて、お返しは20億円でし

たといったら、じっと置いといた方がよかったじゃないかということになりかね

ぬというわけだろう。 

（藤井主計局長） それは制度改革をやってまで、それぞれ省庁の重点課題に応えよ

うということで各省自助努力をして財源をそれぞれに噴水状にやるわけですから、

それは査定においても、その努力というのは我々は認める必要があると思うんで

す。だからといって、100 ％認めるかという話と、それはまた別の話だと思うん

です。 

（麻生議員） 昨年末１兆円やったら、4,000 億円しかお返しはこなくて何とかとい

う地方が言っている話と基本的に同じような気がするけどな。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 我々は要求・要望段階からメリハリをつけるような概算要求基準をつ

くってくださいということをお願いしていて、それに対し主計局の方で、こうい

う案を出していただいたということは、私自身としては評価させていただきたい

と考えています。 

今の麻生大臣とのやりとりでもあったのですが、私個人としては、もともとは

減額しない、動かない現状維持ということに対しても、さらに積極的にペナルテ

ィをつけるようなことが考えられないかということも言っていた。しかし、現在

出てきている案は、一歩前進だと思います。 

麻生大臣とのやりとりの中でもあったわけですが、先ほどの主計局長の言葉で

「倍返し」という形で、いわば各省のリストラに対してメリットを与える。しか

し、これは要求・要望ですので、結局、昀終的な仕上がりでのメリハリをつける

ためには、当然主計局での査定を先ほど申し上げた省庁横断的にきちっとやって

いただく必要がある。ただ今回のスキームから言うと、確かに各省のリストラ努

力に対しては、それを評価することも考えないと、来年度以降各省がさらにリス
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トラを進めるインセンティブがなくなってしまいます。そこら辺のバランスをど

のようにとるかということが難しいのでしょうけれども、しかしながら、可能性

としては今回の主計局が考えられたこうしたスキームというのは、メリハリを進

めるための一つの工夫だと思うんです。ぜひともこれをいかす形でメリハリづけ

を進めていただけたらと思います。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） それは、吉川議員がおっしゃったように努力をしたいと思っておりま

す。それからあと、先ほど総務大臣がおっしゃった三位一体の点でございますが、

今朝の閣議の後の閣僚懇でもいろいろ議論があったところでございますけれども、

麻生大臣は「税源移譲に結びつく改革等」というふうにおっしゃいまして、「等」

のところは、実は地方の裁量道度を高め、自主性を大幅に拡大する改革とか、あ

るいは国、地方を通じた行政のスリム化の改革の推進といったようなことも書か

れているわけでありまして、今朝、金子地域再生担当大臣からは、そういう意味

での補助金改革も必要だと、こういうお話がありました。私としては、結局８月

20日にまとめていただく中で、地方からどういう要望が出てくるのかということ

をよく見させていただきながら査定をしていくことが必要かなと思っておりまし

て、地方の要望が那辺にありやということも今後よく見極めさせていただきたい

と思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 県知事47人、市町村長が約3,000 人というところですけれども、政令

都市の部分につきましては本日まとまっております。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますか。 

それでは、概算要求基準につきましては、本日の審議を踏まえまして、次回に

谷垣大臣からさらに具体的な案をお示しいただき審議を行いたいと考えておりま

す。 

予算の全体像と概算要求基準につきまして、総理から特にございますでしょう

か。 

（小泉議長） 昨年に比べれば経済情勢もいい、そして選挙もない。そういう好条件

に恵まれていますから、この歳出改革路線を一層進めていただきたいと思います。

30日の閣議ね、それまでに具体的にお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは引き続きまして、郵政民営化に御審議をいただきます。 

   まず、有識者議員から資料が提出されておりますので、御説明をお願いいたし

ます。 

（吉川議員） それでは私から、「郵政民営化の意義について －今、なぜ郵政民営

化か－」という民間議員４名の名前が書いてある紙を御説明いたします。 

郵政民営化は、総理がつとに説かれてきたように、財政、行政のみならず、金
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融、物流等の関連産業にまで及ぶ壮大・深遠な改革であり、国民生活にも大きな

メリットをもたらす改革であるとこのように考えております。したがって、大変

大切な改革でありますから、国民生活の立場から見た郵政民営化の意義について

十分に説明して、国民の理解を得ながら改革を進めることが重要である。 

私どもの紙で何を言っているかといいますと、要はタイトルにもあるわけです

が、なぜ郵政の民営化を行うか、このなぜが、第１のなぜ。それから第２番目に

は、なぜ今なのか、なぜ、今、改革を進めるのか。この２点について我々の考え

ているところを書いております。 

１枚目の「１．郵政事業を取り巻く環境の変化」でありますが、前半は、主と

してなぜ改革を進めるのかということについてであります。我が国の郵政事業を

振り返りますと、明治以来、明治４年から長い歴史を有し、かつては世界に誇れ

るサービスを提供してきた。こうした郵政事業が日本の経済・社会の発展を支え

る基本的な制度的なインフラとして大変重要な役割を果たしてきたことは事実で

あります。しかしながら、時代が変わったということに尽きると思いますが、ど

のような制度でも、それを取り巻く環境の変化に合わせて果たす役割が変わると

いうことは免れないのであって、新しい環境に合わせて制度を見直すことが必要

になってくる。この点に関して郵政事業も例外ではないと、こういうことであり

ます。 

戦後我が国においては、民間の企業、金融機関の目ざましい発展があったわけ

でありまして、これが日本の経済成長の原動力となってきました。その結果、民

間が提供する金融サービスが広範に普及するようになって、郵貯や簡保を全国的

に提供する必要性が失われてきている、このように我々は認識しているわけであ

ります。 

また、ＩＴ革命に代表されるように、通信手段も変化してきた。初めにファッ

クスが登場して、その後Ｅメールも登場し、現在若い人の間では携帯というもの

が主たる通信手段になっていること、若い人だけでなく、国民の間で携帯という

ものが広く普及していることは御承知のとおりであります。このようにＩＴ革命

によって通信手段は、急速な発展、変化を遂げてきたわけであります。その結果

として、郵便事業に代替するサービスが存在するようになり、郵政事業を国営事

業として特典を与えながら運営をする必要が薄れてきている、このように考えて

おります。 

さらに、資金の流れという観点からも、公的部門に資金を集中し政策的にそれ

を投下するのではなくて、民間部門での自由な利用に委ねることが日本経済の一

層の発展にとって大変重要である、このように認識しております。 

これが郵政の改革がなぜ必要なのかという問いに対する答えとして我々が考え

ていることであります。 

２ページ目でありますが、このあたりから「なぜ今」ということにかかわるこ

とを述べている。広く世界を見渡しますと、既に郵政民営化の大きな流れは、ド

イツをはじめとしてヨーロッパ諸国では大変進展しており、民営化された事業者

10




 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年第 16 回 議事録 

は、国際的な進出を含め、ダイナミックな展開を見せ始めております。例えば中

国への物流事業への展開ということを見ても、黙って日本が動かないでいると、

ビジネスチャンスが永遠に失われるというようなことがありうるわけであります。

したがって、これも「なぜ今」ということの一つの重要な理由であります。ここ

にも「我が国は、こうした国際的な動きから、大きく取り残されようとしている」

と書いております。国内の方では、御承知のとおり、財投の改革、あるいは政策

金融改革の取組が進んでおり、この時期に合わせた速やかな民営化が求められて

おります。こうした内外の事情から速やかに郵政の民営化を進める必要があるわ

けであります。改革を進めるためには準備期間が当然必要であるわけであります

から、そのことを織り込みますと結局今、今でも決して早すぎることはない、あ

るいは、ひょっとしたら遅すぎるのかもしれない、直ちに手を付ける必要がある。 

２番目の論点でありますが、「郵政民営化がもたらす利益」ということについ

て述べております。改革を進めるのは、当然、経済全体、社会全体にとって、い

わゆるプラスサム、全体として利益があるからでありますが、どのような利益が

あるのか書いております。 

（１）は、以前よりもはるかに便利な郵政事業の実現ということであります。

郵政事業として提供されている４機能、具体的には、窓口サービス、郵便事業、

郵便貯金、簡易保険に対しては、国営の公社であるために様々な制約が現在課せ

られております。郵政の民営化が実現すれば、経営の自由度が拡大して、郵便局

がこれまで行っていたサービスに加えて、地域ニーズに対応したより幅広いサー

ビスの提供が可能となる。実際民営化されたドイツでは、郵便局で20以上のサー

ビスが享受できるようになっているということであります。加えて、民営化によ

って、効率化のインセンティブが大幅に高まることにもなる。要するに郵政民営

化が実現することによって、良質で多様なサービスが安い料金で国民に提供され

るようになる。これが第１点であります。 

（２）は、いわゆる「見えない国民負担」が昀小化されるということ。郵政事

業は国営事業として税負担が免除されているほか、預金保険制度へ加入義務もな

く、郵貯や簡保には政府保証が与えられております。また、財政投融資への預託

には優遇金利が適用される。郵便局があるために明示的に国がお金を注ぎ込むと

いうことはないわけでありますが、実は郵政事業が払わなければいけないお金を

免除されているという形で補助金を受けている。これがいわゆる「見えない国民

負担」ということであります。３枚目にいきますが、郵政民営化を機に、いわゆ

る「見えない国民負担」が昀小化され、民間との競争条件が公平なものになるこ

とによって、健全な競争が促進され、民間にも新たなビジネスチャンスが拓かれ

ることになる、こういうことであります。 

（３）は資金の流れを官から民へということで、大きすぎる官の是正というこ

とを述べております。郵政事業は御承知のとおり、民間の資金を集中し、財政投

融資を介して、政府系金融機関等の公的部門を中心に運用されてきました。しか

し、これは公的部門の肥大化と、非効率化を招く一方、民間活力の発揮にとって
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必要な資金の供給を制約するようになっております。郵貯・生保の規模は、それ

ぞれ民間の金融機関・生保を大きく凌駕するに至っているが、市場経済を中心と

する先進国にあって、これは異常な事態と言わざるを得ません。郵政民営化は、

民間の資金が自由な判断の下で運用され、民間での利用の拡大を意味している。

これは民間部門の活性化によって促進されることになります。 

以上は若干抽象的な言い方でありますが、この点は大変重要な問題であります。

御承知のとおり日本の経済・社会は、今後高齢化が進んでまいります。そのため

にはどういうことが必要か。まず第１に、一国全体として個人として十分な貯蓄

をしておくということは大変重要なことであります。しばしばアリとキリギリス

に例えられますが、キリギリだとまずい、アリのようにきちっと貯蓄をする。し

かし、これだけでは十分ではない。貯めたお金がうまく賢く投資されなければい

けない。これが資源を有効に使うということであります。これは今後の日本の経

済・社会にとって大変重要なポイントであります。資金の流れを官から民へ、あ

るいは資源を効率的に使うということは、このことに大きくかかわっているわけ

であります。これもまた郵政の改革を先延ばしにするのではなく、今手をつけな

ければいけないということの一つの重要な理由であると私は考えております。 

３番目は郵政民営化の基本方針の策定ということであります。以上述べたよう

な利益を国民にももたらす大変大切な郵政民営化という改革について、早急に基

本的な方針が確立されなければならない。そのため、経済財政諮問会議が４月に

とりまとめた「論点整理」を踏まえて、この夏の集中審議を経て、今年の秋ごろ

までに郵政民営化の基本方針を策定する必要がある、こういうことであります。 

私からの説明は以上であります。 

（竹中議員） 引き続きまして、本間議員から。 

（本間議員） 本年４月に郵政民営化に関する論点整理が行われたわけでありますが、

その際に、幾分この会議におきましても認識が違っていた点として、ユニバーサ

ルサービスについての理解のされ方があります。この点につきまして、福井総裁

もこのユニバーサルサービスについての定義をもう少ししっかりと議論しなけれ

ばならないんじゃないかと、こういうような御意見もございましたし、我々も具

体論に入っていく場合には、その条件として、このユニバーサルサービスの問題

について、きちんと合意を取り付けた上で進まなければならない。今回私の方か

らは、今、総論的に吉川議員の方から話がございました考え方に沿って、ユニバ

ーサルサービス義務について個別にペーパーをお示しをしたというのがこの紙で

あります。 

もちろんユニバーサルサービスというのは、すべての利用者、これは国民であ

りますけれども、これが良質なサービスを単一料金、あるいはリーズナブルな料

金の中できちんとサービスを受けられる、そういう権利がある財・サービス、こ

れがユニバーサルサービスであります。 

この国民生活の基礎的なインフラを提供する財・サービスというのは、それは

経済学的に費用逓減産業と言われるように、初期の費用が非常に大きな装置産業
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の場合がございます。これは費用逓減でございますから、利潤追及だけをやって

いくと損失が出ると。しかも独占的な地位を形成しやすいという特徴がございま

すので、高くかつ過少にサービスが提供をされざるを得ない状況が生まれてくる。

それを公共的、国家的にどのように十分なサービスを、しかも安価な価格で提供

するかどうかということは、これは非常に大きなテーマとして位置づけられてま

いりました。この点、今回の郵政全体の公社のサービスについてどのように考え

ていくかということでございますが、改めてこの国民生活に不可欠なサービスで

あるということと、十分に潜在的な競争者を含めて、このサービスがきちんと国

民に行き渡るどうか、独占の排除も含めて提供できるかどうか、この２つの視点

から、我々それぞれの機能についてまとめておきました。 

２のところを見ていただきたいと思いますが、当面、当然のことながら、この

４機能である、窓口ネットワーク、郵便事業、郵便貯金及び簡保、これは窓口ネ

ットワークにおいて３事業のサービスを一体的に提供をしていくということが必

要になると考えられます。今後の議論の中で、この機能というものをどのように

きちんとした形で組織形態論につなげていくかというときに、我々、これは理屈

の上で整理しますと、やはり郵便は基礎的な通信手段の１つとして日常成果に不

可欠なサービスでありますし、現状におきましても規制の緩和等で民間の参入が

始まってはおりますけれども、まだ十分ではないということを考えますと、これ

は民営化後においても、引き続きユニバーサルサービス義務を課することが適当

であろうと考えております。 

ただし、ＩＴ革命等、通信輸送手段というものが大きく発展をしておりますか

ら、これとてもユニバーサルサービス義務の範囲というもの、万古不変というこ

とではなく、不断に見直していくということは当然のこととして付け加えなけれ

ばならないと思います。 

なお、これは単に郵便の場合には、各国との万国郵便条約等において、この全

体がネットワークされているということもございますし、この普遍的な形でユニ

バーサルサービスが規定されておりますから、この点も考慮に入れれば、先ほど

のように郵便に関してはユニバーサルサービス義務を課すという方向性で設計を

すべきだろうと思います。 

それから２番目でございます。この郵便貯金、これまで歴史的に大きな役割を

果たしておりますし、国民生活に不可欠なサービスであるということを認めるわ

けでありますが、ほとんどすべての地域において、民間金融機関が同様のサービ

スを提供していると、こういう現状におきましては、過疎地域への配慮は必要と

しても、この郵便貯金等のユニバーサルサービスを義務づけるということは必要

性に乏しいと我々は判断をいたしております。 

なお、主要諸外国におきましても、郵便局における金融サービスについては、

行っていない国もありますし、行っている国でも、郵便貯金等をユニバーサルサ

ービスとして位置づけている例はございません。その点においても、この部分は

我々は義務を外していくということが妥当だと考えております。 
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３番の簡易保険、これは郵便貯金と同じ議論の中で、ほとんど民間の生保のサ

ービスが利用可能になっておりますので、これも我々は義務から外していくとい

うことが妥当だということであります。諸外国におきましては、簡易保険類似の

事業がないということもございますので、この線でまとめるべきだと考えます。 

それから昀後の窓口ネットワークであります。このユニバーサルサービス義務

については、これが存在するということは条件でありますけれども、これ自身が

ユニバーサルサービスの義務づけをするということではなく、これは機能でやれ

ばいいことでありまして、装置それ自身をこれに結びつけるということは妥当で

はないと考えますので、この点についても外していく必要性があろうかと思いま

す。郵便のユニバーサルサービスの維持のための昀低限必要なネットワークつい

て、これは維持しなければならないと思いますし、今後の業務の効率化の中で過

疎地域等への配慮、あるいは適切な重点拠点分野に努力をしていくということは

当然求められるということは付け加える必要性があろうかと思います。 

３番目はユニバーサルサービスのコストであります。これは「民間事業者等へ

の参入規制の緩和」だが、一般信書便の事業について、公社が現在事実上独占を

しております。これが郵便のユニバーサルサービスのコスト負担を支えてきたと

考えられます。民営化後は、このユニバーサルサービスを維持しつつ、民営化会

社の経営効率化を極力進め、これと併せて一般信書便事業への民間の参入規制を

緩和していくべきであろうと考えております。 

それから２番目は「事業間内部補助の排除とリスク遮断」であります。これは

機能として効率化をしていくときに避けて通れることができない問題でございま

して、これがリスク遮断の面においても、それからミルキング機能というか、ミ

ルクを与えるような形で機能が相互に融通無礎に使われますと、それぞれの発展

や効率化において障害になるということは当然のことでございまして、内部補助

の排除とリスク遮断をきちんと担保できる組織形態への移行というものが求めら

れようかと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今の民間議員の御発言に関して

補足的なファクトの部分の説明を渡辺郵政民営化準備室長にお願いします。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） お手元に「郵政事業をめぐる動向」という参

考資料を準備いたしました。事実関係、データを中心に説明いたします。 

目次を見ていただきまして、時計文字のⅠが「官から民へ」、Ⅱが「『今』民

営化を行う必要性」、Ⅲが「諸外国における郵便のユニバーサルサービス」とい

うことでありますが、時計文字のⅡのところは、今、両議員から御説明がござい

ましたので省略をいたします。 

１ページをお開きいただきたいと思います。まず時計文字Ⅰ「官から民へ」と

いうことでございますが、家計金融資産、あるいは国債の保有残高、いずれで見

ましても、郵貯・簡保のシェアが著しく高いというのが特徴でございます。双方

ともに４分の１ということで、金融資産のケースでいいますと、1400 兆円余りの
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中で郵貯・簡保合わせまして350 兆円、国債の保有高では、555 兆円の中で約140 

兆円という状況でございます。 

２ページをお開きいただきますと、これがずっとそういう状態であったのかと

いうことでありますが、時系列的に見ますと、今から12年ぐらい前（1989年度）、

下の表でございますが、1989年度では実は郵貯・簡保のシェアは18％程度であり

ました。それが12年経ちまして、2004年には25％に上昇したというのが実情でご

ざいます。 

３ページをお開きいただきたいと思います。「見えない国民負担」というお話

がございました。これに関しましては準備室の有識者会議で何回が議論がござい

まして、データも出されました。結果といたしまして、一番下の「○」を御覧い

ただきたいと思いますが、昀終の16年７月16日の第８回会合におきまして、有識

者から平成15年度の公社の決算をもとに試算をした数字が出されました。「見え

ない国民負担」は、いわゆる隠れた国民負担は１兆1,000 億円程度から１兆2,000 

億円程度ということでございます。内訳は公的機関ゆえに免除されている税金が

約7,000 億円、それから政府保証に伴うものが2,000 億円、過去の財投預託に伴

う優遇分といいますか、これが2,000 億円、こういったところでございます。 

４ページでありますが、ここは郵政事業は本当に公務員でなければできない仕

事なのかということにつきまして数字を掲げました。日本の国家公務員の総数は、

右側のところにございますように、いわゆる特定独立行政法人の職員も含めまし

て約97万人でございます。そのうち、郵政公社の常勤職員が28万人、約３割でご

ざいます。この常勤職員のほかに非常勤の職員が12万人おりますので、計40万人

がいわば公務員として国営の事業をやっているということでございます。下の

「○」のところでは、民間ではできないのかということでありますが、郵便とか、

宅配便の世界におきましては、ヤマト運輸であるとか、日本通運であるとか、そ

ういったところが同様なサービスを民間の社員を使って実施をしているというの

が現状でございます。 

５ページをお開きいただきたいと思います。それでは、郵政と民間の類似の事

業の効率性の比較でありますが、いろいろな数字、いろいろな見方、考え方があ

るわけでございますが、総じて郵便事業の場合、民間に比べると割高であるとい

う数字がはじき出されます。ここにありますように、１人あたり人件費比率で見

ましても、ここに「Ａ運輸」と書いてありますけれども、類似の事業をやってい

るところに比べますと、やや割高であるということでございます。 

それから一番肝心なことは、郵政の場合には「官」の業としていろいろな制約

があるわけでございます。商品だとか、サービスの提供に限界がございます。例

えば、下の欄にありますように、出資の規制につきましては、法定業務の運営に

特に必要がある場合に、と法律で限定をされております。それから、販売できる

商品も法律で規定をされております。例えば、郵便貯金でありますと、「六種と

する」と書いてありますし、簡保でありますと、箇条書きにした上で、「以上と

する」と書いてあります。これから、ユーザー、消費者からいろんな要請がある
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わけでございますけれども、その需要に応えて、ダイナミックに経営展開をする

という点で、諸外国、例えばドイツでは御紹介がありましたように、20種類以上

の窓口サービスをやっているというのが実情でございます。 

６ページは手紙とはがきの料金の比較をいたしました。はがきの方は中位置に

あるわけでございますけれども、手紙の料金は諸外国に比べてやや高いところに

とまっているというのが現状でございます。これは公社のディスクロージャー冊

子からとった数字でございます。 

以下７ページからしばらく省略をいたしまして、12ページをお開きいただきた

いと思います。12ページは諸外国における郵便のユニバーサルサービスでありま

すが、ここのポイントは、国営でなければいけないのかということでありまして、

二重の四角で囲ってあるところに御覧になっていただくとおわかりのとおり、郵

便を行う事業体が民営化された後においても、一にユニバーサルサービスの義務

を課している。それから、他方でこのサービスの維持確保を図るために、一定の

特典といいますか、独占範囲の付与であるとか、財政支援などの措置が講じられ

ているというところでございます。 

そのユニバーサルサービスの各国における対象であるとか、水準につきまして

は、それぞれ国内法におきまして、範囲であるとか、全国均一料金制であるとか、

１週間の配達回数などを規定しているところでございます。 

先ほど申し上げました特典の付与のところでは、オランダ、イタリア、豪州、

米国、フランスなどでは独占といったようなことをやっておりますが、そのほか

にイギリスやイタリアでは財政支援をしているという実情もございます。 

根拠法は次の13ページ、14ページあたりに出ておりますが、13ページではまず

第一にユニバーサルサービス義務の根拠として万国郵便条約を掲げました。第１

条にございますように、「郵便の役務を、加盟国の領域のすべての地点において、

恒久的に、かつ、合理的な価格の下で受けることができるよう」云々ということ

が書いております。それを受けまして、この下の第10条基礎業務の第６項であり

ますが、「一個の重量が20キログラムを超える小包の交換を行うか否かは、任意

とする。」逆に言いますと、20キロ以内は義務を課する、必須であるということ

でございます。日本国におきましては、こういった条約を受けまして、郵便法の

世界で第１条に「なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」と書いてご

ざいます。そして、公社法の中で20条でありますが、「総務省令で定めるところ

により、郵便局をあまねく全国に設置しなければならない。」という規定ぶりに

なっております。 

昀後のページでほかの公共的なサービスについて若干御説明いたします。民間

のほかの公共サービスでもユニバーサルサービス若しくはそれに準じたことが行

われておりまして、電気通信の世界では、「電話の役務のあまねく日本全国・・・

安定的な提供」ということが書かれておりますし、電気通信でも「あまねく日本

全国における提供が確保」と書いてあります。さらに電気事業法では、「供給区

域における・・・電気の供給を拒んではならない。」という規定がありますし、
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水道事業も同様に「給水区域内の需要者から」云々、正当の理由がない場合には、

これを拒めないということになっておりまして、民間において行われている公共

的なサービスでも、ユニバーサルサービス義務がかけられているということでご

ざいます。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは麻生大臣から資料が提出されてお

りますので、お願いいたします。 

（麻生議員） それでは、私の方から横書きの紙の８枚綴りのものがあると思います

ので、それを御参考にいただければと存じますが、１ページから３ページ目につ

きましては、今、渡辺室長の方からお話がありましたように、郵政３事業という

ものにつきましては、それぞれ法律というものが規定をされておりますので、あ

まねく公平に利用させることが目的となっているということをまず頭に入れてお

いていただかないといかぬところだと思っています。郵便貯金につきましても、

また簡易保険につきましては、３ページ目に書いてあると存じますが、ここも生

命保険の性質上、年齢等により保険料に差異を設ける場合があるなどのため、法

律上はあまねく公平との規定はありませんけれども、制度の基本的理念は郵便局

を通じたユニバーサルサービスの提供を意図したものであると思っております。 

資料４ページに関しましては、これも今、渡辺室長の方からお話がありました

けれども、郵政公社法におきまして郵便局をあまねく全国に設置しなければなら

ないと義務づけられております。ユニバーサルサービスの義務につきましては、

本日民間議員の方からも御意見が出されておりますけれども、私はこの諮問会議

で確認をされている５原則、いわゆる利便性というものの原則からいきますと、

現在のサービス水準というものは維持するべきだと思っておりますので、ユニバ

ーサルサービス、郵政３事業のユニバーサルサービスというものは基本的には、

これは引き続き維持されていくべきだと考えております。 

５ページ目から７ページは、郵貯・簡保について補足的な説明ですけれども、

ほとんどすべての地域において、民間金融機関と同等のサービスをしているので、

貯金とか保険のユニバーサルサービスというのが不要ではないかと御指摘もあり

ますけれども、この資料を見ていただけたらわかりますように、農協・漁協等の

協同組合事業体を除きますと、銀行などの店舗がないものは550 町村、民間生保

のないものが1,928 町村に及んでおりまして、こうした実態をよく見ていただか

ないといかんのではないかという感じがいたしております。 

昀後に８ページ目になりましたけれども、公社ということの見えない負担とし

ていろいろな御指摘があったと思いますが、しかし、公社であることによって、

逆に言えば、過疎地での郵便局の設置義務とか、業務範囲の制限とか、また共済

年金なんかも、国が３分の１、会社が３分の１、個人が３分の１というのが、普

通の厚生年金ですが、私どもの場合は、郵便局が３分の２を負担しておるという

のが実態ということもありますので、いろいろ見えない負担も課せられている面

という点も忘れていただいては困るところですし、第三種郵便とか、第四種郵便
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なんかの場合ももちろん赤字でもありますし、郵貯から平成10年から14年まで５

年間にわたって、国鉄の長期債務を処理するために、各年度2,000 億円を一般会

計に繰入れた等々という点もあります。このユニバーサルサービスという点につ

きまして、いろいろ御意見があろうかと思いますけれども、総務省側から見たら

こういうことが言えると思っております。 

私の提出した資料に関しての説明は以上であります。 

（竹中議員） それでは、どうぞ御自由に御議論を賜りたいと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 今、麻生大臣から私どもの紙についてお話があったのですが、法律的

な根拠があるというようなことも大分書かれているんですけれども、もとより現

在公社が行っていることが違法行為でないことは間違いないわけで、それはもち

ろん法律的な根拠があると思う。しかしこれから改革をやるというわけですから、

我々としては過去ではなく、将来どのようにあるべきかということについて、我々

の考えを述べたつもりであります。 

そのことと関連してですが、たしかに何でも要するに現行の制度に合理性あり

と、そういう趣旨の説明のように承ったんですが、外国の真似をすればいいとい

うものではない、外国と日本が違うところがあってもいいとは思いますが、しか

しながら、多くの先進国で、例えば貯金とか簡保が存在しないという事実を我々

はよく考えてみる必要があるのではないかと思います。 

例えば、近くに施設がないというお話もあったが、オーストラリアのような国

は、皆さんも御承知のとおり、遠隔地医療などいろいろ区有している。人が離れ

て住んでいる。しかも１つの大陸だ。しかし、そういうような国でも郵便貯金・

簡保というのはない。米国、イギリス等でも昔は持っていても時代の流れの中で

そういうものが既になくなっている。そうした中で、なぜ日本だけがそれを必要

としているのか、いつまでも要るのか、という点が私にはわかりません。 

保険などについても、そもそも保険の店舗が近くに必要なのか。我々が保険に

入るときに、保険の代理店の店舗に行く必要がどれぐらいあるのか。必ずしもそ

うでない場合もあるでしょう。細かいこと余り申し上げませんが、世界の先進国

の中で日本だけが非常に違っているというときには、それにどういう合理性があ

るのか、逆に言えば、先進各国が時代の流れの中でなぜ変わっていったのかとい

うことを我々はよく考えてみる必要があるのではないかなと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 勘違いしていただいては困りますけれども、基本的に経営の自由度が

拡大して地域のニーズに合わせてやっていくということに関しては、基本的に賛

成だから総務大臣で受けておるわけですから、そこのところは勘違いしないでく

ださい。基本的に賛成の上でこれをやっているわけですから。ただ、これをいろ

いろやっていくに当たりまして、民営化の意義というところがずっと書いてある

んですが、例えば、２ページ目のところでしたか、国際的な動きとおっしゃいま

すけれども、アメリカ等も国営、違いますでしょうか。 

（吉川議員） 郵便はそうですね、ただ、郵貯・簡保はありません。 
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（麻生議員） 私の記憶ではアメリカは国営で民営化する気はない。郵便はそうなっ

ているはずでしょう、間違いなく。だから、郵政の民営化の場合、分けて考えて

いただかないと何となくこの書き方だとそういうことになると思うんです。「も

っともっと便利な郵便事業の実現」というので、「効率性の面で民間に比べ劣っ

ている」と書いてあるのが、上から４行目ぐらいのところに書いてありますが、

「劣っている面もある」というぐらいのところであって、一律劣っているという

のは間違っていると思います。「劣っている面もある」というように書いていた

だかんと表現としては工夫をしていただきたいと思っております。 

それから、法人税の課税等々がずっと書いてありますけれども、これは基本的

には、いわゆる国庫納付がくっついていますので、国庫納付は２分の１ですから

50％、企業の場合は実行税率は40.87 ％だと思いますので、そういった意味では

一般的な話と少し違う。こういう書き方だとどうかなと思いますのが１点。 

それから、預金の優遇金利の話等々も出てくるところなんですが、これは平成

９年度から12年度の例の国債クーポンのレートの0.2 ％の上乗せのことを言って

おられるんだと思いますけれども、これはそもそも預託は廃止になっておりまし

て、民営化されなくても2007年度末には残高ゼロになることになっております。

この金利の上乗せ処置というのは、当時は年金サイドの強い要望としてとられた

ものだと記憶しますので、年金についても、これを「見えない国民負担」として

捉えていくのかというのが経済財政諮問会議の見解ということになると、これは

ちょっとどうかなという感じがします。 

それから、公社としての負担というのも、先ほど問題なんだということを幾つ

か申し上げたと思いますけれども、負担のみでは、これは基本的にはいろいろ今

後やっていくにしても、税金等の負担を民間と一緒に同等にするのは、これはコ

インの表裏の話なんで、基本的には、これは税金を払うのであれば、当然業務の

範囲、出資範囲等々拡大させていただかないとコインの両面ということになりま

すし、限度額はもちろん資金運用の対象などの制約を外すことをしないと、民間

とイコールフィッティングにはならぬということで、何回もこの会議で申し上げ

ました。民営化された郵便会社が立ち行かないなんていうような形の絵はとても

つくれるはずはないと思いますので、ちょっとそこのところが表現としてどうか

なという感じがします。 

大き過ぎる官の是正というものの資金の流れを官から民へというよりも、異常

な事態というけれども、具体的に財投や国債に資金が回るから異常ということを、

さっきの絵図面からいくとそうなんでしょうけれども、これは2001年の４月だっ

たと思いますが、これは預託の義務は廃止されておりますので、経過措置として

の財投債の方も2007年度いっぱいで解消することになっておりますので、財投の

入り口としての改革は、既に決着はついておると思っております。 

それから、自主運用に関しましても、国債中心の運用となっているという点が

問題のように聞こえますけれども、国債の安定消化への貢献という配慮も記され

ているんですが、これは国債の運用を控えて、融資や株式に回せというように、
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ちょっといかがかなと思いますので、これはどうでしょう、何となく財務省とし

てはとてものめる話じゃないんじゃないのかなという感じが僕はするんです。こ

れは財務大臣が言われるセリフだと思いますけれども、何となく私ども、この「な

ぜ民営化なのか」というので、竹中大臣のお供でタウンミーティングにも行かせ

ていただきましたけれども、「なぜ今、民営化しなきゃならんのか」というのが

多くの地方から出てくる声ですので、この資料ですと、何となく「なぜ今、民営

化なのか」という説得力としては、もう少し簡単な話の方がいいのではないかな

と。この民営化について、竹中先生に私の方から言わせていただければ、ユニバ

ーサルサービスはまた別だと思いますので、この民営化の意義については、今、

見たところの感じです。 

（竹中議員） ユニバーサルサービスも含めまして、どうぞ自由に御発言ください。 

（麻生議員） ユニバーサルサービスの点については、私どもの基本的な考え方とい

うのがいろいろありますけれども、少なくとも超高齢化・超過疎化などが進んで

まいりますので、私どもとしては、これは農協や何やらやたら店舗を縮小し始め

ているというような状況のときに、町村合併も進んでおりますので、そういった

ときに、私どもは具体的にこれを義務づけなくても実質うまくいけばいいという

感じの形で、「窓口がありさえすれば、郵貯だって、保険だってできるじゃない

か。何も義務づけなくてもいいんじゃないか」ということなのかなと思って伺っ

てはいた。しかしながら５原則に見合いましても、これは郵便局はなくなるとい

うことに関する不安は非常に強いのが地域住民ということだと思いますので、こ

れは本間先生も地方のタウンミーティングに行かれて聞いておられましたので、

御存じのところだと思います。 

少なくとも、この問題につきましては、生田総裁の意見もよく聞かれた方がい

いんだと思っておりますけれども、やはり民営化してよかったということを思っ

てもらうためには、この種のユニバーサルサービスの義務づけというのは、廃止

するというものかなという感じがしております。 

ぜひ、郵便貯金とか、簡易保険のサービスというのは、郵便局があればやれる

かといえば、仮に別会社にしたときに委託側の貯金とか保険の方が、窓口サービ

ス会社に対してそれを委託するという保証はないと思うんです。私の方から言わ

せると、多分、そんなところはやらなくてもいいということになり得る可能性も

ありますので、そこらのところはちょっと怪しいと思っております。そういった

意味では、合意するかしないかというのがわかりませんので、これを別会社にし

ていくということを将来考えているとするならば、これはちょっと簡単に、この

種の話はユニバーサルサービスを簡単に外すとか、やめちゃうとかというのを義

務づけることを外すというのはちょっとどうかなという感じが、私ども今このユ

ニバーサルサービスの義務について感じたところであります。 

重ねて申し上げますけれども、郵政民営化というのは基本的に幅広いサービス

提供が可能になるという意味で、基本的には賛成という前提で話をしております

ので、何となく私がしゃべると、郵政民営化反対代表みたいにとられると甚だ迷

20




 

 

 

 

  

 

 

 

 

平成 16 年第 16 回 議事録 

惑しますので、そこのところだけはお間違えないようお願いを申し上げておきた

いと存じます。 

（竹中議員） ありがとうございます。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 国債の件で総務大臣から水を向けられましたので。私は官から民へ金

の流れを変えていく必要があるという御説明は誠にそのとおりだと思いますから、

イコールフッティングをやって効率的な経営をしていただくとか、やはりこの分

野もある意味ではスリム化が必要なところがあるかもしれない、そういうことも

やっていただくということは必要だと思います。 

ただ、先ほど麻生大臣がおっしゃいましたように、現在は全額預託義務みたい

なものはなくなっておりますから、財投との関係も制度上は切れているという制

度改革もやったわけです。 

現実問題として、大変大きな部分を国債を引き受けていただいて、これを安定

的に消化しているのは、私は非常にありがたいと思っております。これは過去度々

この席でも申し上げたことでありますけれども、これが一気にガシャッと崩れる

ようでは、やっぱりマネージができませんので、出口の姿だけじゃなくて、過渡

期の姿も十分透明に示していただいて、ある程度の時間をかけていただく必要も

あるんだというふうに思っております。そういう国債の消化の面での配慮は、制

度設定上、あるいは、これからのプロセス上していただく必要があると思ってお

ります。 

それからもう１つユニバーサルサービスの点で、先ほどイギリスないし、イタ

リアでは財政負担もあるということでございましたけれども、これはこれまでい

ろいろ隠れた負担という議論があるにせよ、財政支援ということを講じないで郵

政事業をやってきた。それを民営化をやるときに、財政支援をやって支えるとい

うのは、私はやっぱりこれはなかなか国民の理解を得られる話ではないのではな

いかというふうに思います。ですから、そういうことでない制度設計を私はして

いただくべきではないかなと。いつも言っていることの繰り返しで恐縮でござい

ますが、改めて申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 福井総裁どうぞ。 

（福井議員） ユニバーサルサービスの点でございますけれども、この点については、

郵便の場合はどうか、それから郵便貯金の場合はどうか、あるいは保険の場合は

どうかという具体論に落す前に、改革後のユニバーサルサービスについて、やは

り概念を整理して、みんなでシェアしないと議論が進まないと、こういうような

気がいたします。 

その場合には、本間委員から御説明のありましたペーパー、私の理解するとこ

ろでは、改革後は民営化された郵政を含め民間サービスを昀大限発揮させる。そ

れでもどうしても手が届かない部分について、公的にコスト負担をしてでもカバ

ーしなければいけないサービスの存在というふうに定義されるのではないかと、

こういうふうに思います。もしそういうふうに定義されるとすると、改革後の郵

政がそういう定義に該当する民間サービスを発揮していく場合には、改革後の郵
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政が常に経理の透明性を保って、コストというものがきちんとユニバーサルサー

ビスに見合って払われているかどうかということがいつも経理面から確認できる

というふうに持っていくことが大切だと。つまり、定義どおりユニバーサルサー

ビスが発揮されており、それを経理の面からいつでも確認できるというふうにし

ていく必要がある。 

この点について、改革後の郵政の経理の透明性というのは３つの意味があると

いうふうに思います。１つは改革後の、つまり民営化後の郵政が民間の主体とし

て、常に効率的な経営が行われているということを確認するための経理の透明性。

２番目には、そうした効率のいい民間経営主体としての郵政が、それでも手の届

かないところをユニバーサルサービスとして行っている事業はどこか、そのため

に公的に負担しなければいけないコストがどれぐらいかかっているか、かつ、そ

このコストの部分についても無駄なくきちんと使われているかということを証明

する。３つ目には、その部分について、つまりユニバーサルサービスにかかって

いるコスト負担については、改革後の郵政が行っている他の事業にコスト転嫁を

しない。これらがいずれも確認できるということでなければいけないのかなと。

恐らく、そういう点については麻生大臣と合意できるんじゃないかと思います。 

（麻生議員） 問題ないです。勘定区分まできちんと。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） この民間議員のペーパーの書き方によって、かなり正しくこちらの考

えが伝わっていないという点があるのかもしれないと思いながら聞いていたんで

す。特に窓口ネットワークの存在というものか初めての機能ですから、ここのと

ころが民間有識者の側では、非常に発展的でいろんなものを積極的にやるという

前提でやっていて、今、麻生大臣がおっしゃるように、郵貯や簡易保険の方が小

さな店までやらないよと言ったときはどうするか。これはやらせないといかんで

しょうね。そういう意味ではネットワークは昀低限の、これだけは必ずやるとい

う義務づけをやった上でそういうことを展開すれば、今、農協も減ってくるとい

う前提に立てば550 になるかもしれない。農協が残っていれば、それは問題はな

いでしょう。だから、そういうものがどんどん減っていく過程においては、やは

りマルチネットワークというものの存在に、現状よりも５倍、10倍になるんだと

いう前提で考えていたものですから、そういうことを扱わない店があるというこ

とじゃ困るので、それは昀低限これはやるということは初めから決めておいた方

がいいだろうという気がします。 

しかし、今、吉川先生もおっしゃったように、改革をするわけですから、従来

の観念から見れば、とても危険な雰囲気のあることでも、改革する方向でやれば、

さらによりよいものができてくるという前提でイノベーションというものを評価

していかないといけない。反論する場合は変わっていくルールに書いてある、「あ

まねくこれこれ」という表現を改革後にも使うと意味が変わってくるので、その

辺のイノベーションというもののプラス面というものを共有しないといかんと思

うんです。 
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当初にこういうことは共有しないと、反対する材料、賛成する材料が白黒に分

かれて書き出したら、前に進まなくなっちゃうんですね。やはり、あらゆる未知

の可能性、潜在的な可能性というものを改革によって引き出していこうという行

為ですから、その場合に改革したくない、変えたくないという方から見る材料が

全部出てくる。すると、こっちはつい変える方、過大に変えたらこんなによくな

るぞと言い出してバランスが崩れてくるんですね。だから、少なくとも適切な判

断というものを共有する必要があるので、その場面をどうやって持つかというこ

とは、ここまでのプロセスでないような気がするので、これは方法を考える必要

があるだろうと思います。 

それから、民営化はなぜ必要かというのは、金融業務も保険業務も郵便プラス

物流の世界も、末端にまで行き届いたネットワークのサービス業というものも、

いずれも転換期の真っただ中にある業界なんですね。非常にスピードが速いと思

うんです。ドッグイヤーの中に入っている業界ばっかりですから、これをスタテ

ィックに捉えると非常に難しいのであって、ダイナミックに捉えていかないとい

けない。その辺も何らかの手法の合意が必要であって、スタティックに見る人と

ダイナミックに見る人が議論したら永遠に合意ができないのであって、ここに座

っている人は基本的にはダイナミックな人が多いんですが、立場によってスタテ

ィックにならざるを得ないというのがしばしば……。民間人というのは基本的に

ダイナミックじゃないと生きていけないから、民営化というのは、要するに経営

をダイナミックにするということであり、行政というのはスタティックで見る、

静止的に見るということが立場であるので、その辺のところの合意を、この改革

するテーブルではどういうふうに合意し合うかということがものすごく大事であ

る。個人的には皆そういうことがわかり合えるんですが、何々大臣とか、何々議

員というとそうでなくなることがあるので、そこのところもやはり考える必要が

ある。ただ、議長である総理が「改革をする」ということでダイナミックに考え

ていこうよと言っていることははっきりした事実なんですから、ダイナミックに

考えていけば非常に可能性がある。事実この３年間でいろんなダイナミズムとい

うのが経済に出てきたわけですから、そういう流れの中で、これをどう捉えてい

くかということを考える必要があるのではないか。そういうことです。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 総務大臣、麻生大臣が、非常に今の経済状況について、あるいはイノ

ベーションについて、私も深い御見識と御理解をされているということを前提に

した上でこういう議論をするというのは、いささかちょっと躊躇する部分がある

んですが、例えばお示しいただきました「簡易生命保険のユニバーサルサービス」

の論拠づけの３ページのところでありますけれども、参考に大正５年２月の箕浦

逓信大臣提案理由説明がこういうところに出てくるということは、この時代のあ

まねく公平のレベルと、今の時代のあまねく公平のレベルというのは、国民にと

ってみると飛躍的に差があるんだろうと思うんです。同じ言葉遣いの中でも実質

的にどのようなサービスを享受できるかというのは、今、牛尾議員がおっしゃっ
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たとおり、まさにダイナミックな時代状況の中で、言葉自身の内容を精査しなが

ら、それに見合うユニバーサルサービスの有り様というものを、やはりきちんと

時代状況の中で変えていかなければならないのではないかという気がいたしてお

ります。 

そういう意味では、これは生命保険の分野、それから郵貯の分野におきまして

も、それから郵政事業の分野におきましても、イノベーションがあらゆるところ

で生じておるわけでありますので、その中でエッセンシャルなサービスであると

いうことの意味が、やはりきちんと理解をされていく必要性があるんだろうと思

います。もし仮に、そのエッセンシャルなサービスというものが、ある特定の地

域等で利用できないのであれば、その問題について、エッセンシャルなサービス

として我々がユニバーサルサービスの義務も課すのであれば、私はそれはパーシ

ャルに対応できると思う。サービス形態というものも考えながらやり得る話であ

りまして、全部をそれによって、これはユニバーサルサービスの義務なんだとい

う形でやってしまうのは、まさに前に進んでいくときに非常に大きな障害になっ

ていく危険性があるのではないかという感じがいたします。 

それからもう一つは、ユニバーサルサービスが今のような状況の中で自主的に

向上をしている状況で、この部分のところを今、農協等を入れますと７町村だと

いうふうに聞いておりますけれども、ないところがですね。排除して数を出され

ておりますけれども、農協等、その周辺の金融サービスを入れますとごく少数の

村しか存在しないのがないというのは我々情報を持っておりまして、そういう状

況でございますから、実質的に国際的なスタンダードも含めて、私は先ほど言い

ましたやりようによっては、きちんとサービスを低下させずに、組織形態の部分

のところをあんまりリジッドにやりますと、公社が民営化された後の経営の自由

度という点で言えば、非常に大きな問題が生ずるんだろうと思います。 

過疎の部分のところは、私はその意味では限界的に収益が、どういうような形

でそれを担保するかという個別の問題ではなく、ネットワークの外部経済との関

係において維持していくということを考えつつ、都市部においては、やはり拠点

の問題ですとか、あるいは集配の機能をどういう具合にこれを組み合わせていく

んだというようなことを考えますと、それが万古不変でユニバーサルサービスだ

というようなことになりますと、そこの手のつけ方が非常に難しい状況が生まれ

てくるのではないかという具合に思いますので、そういう意味で、私どもは、や

はり郵政事業についての部分は、これは万国郵便の問題もございますし、それは

残すけれども、金融と簡保の部分のところについては、これは外しても実質的な

サービスの低下はないだろうという判断に立っておるということであります。 

（麻生議員） 郵便局２万4,700 という数のうち、基本的に私は多分、本間先生と意

見が違うのは、都市部は減ると思いますね。簡易郵便局をはじめ合理化すれば減

ります。田舎の方こそ減らないんです。田舎の方こそ必要だからと思うんです。

そうすると郵便局は残るわけです。郵便局がやっております窓口が開いていれば、

会社は４会社に分割する前提ですよ。私が申し上げているのは、４会社になるか
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ならないか、まだ決まったわけじゃありませんけれども、窓口と郵貯と郵便と簡

保と４つ分けるというお話がよくありますので、そのお話でいきますと、この郵

便事業を含めてこの窓口というのは、そこにくっついていれば、郵貯とか簡保と

か義務づけしなくてもいいではないかというのが担保されるんだと期待を私もし

ますよ、正直なところ言って。期待しますけど、いろいろ聞いてみると儲からな

いから断りますよというところもあるんです。そうなってくると、ちょっと待っ

てください、それはだめなんです、おたくはちゃんと受けてもらわないと困りま

すと。都市部はいいけれども、田舎の山の中なんかおたくしかないんだからと言

わざるを得ないから、それをパーシャルにとかいろんな表現がありますけど。 

（牛尾議員） 窓口ネットワークのところが断ると。 

（麻生議員） そうです。窓口ネットワークの方が断る。やらないと言ったときには

どうされるんですかと言われると……。 

（牛尾議員） 逆の場合もある。 

（麻生議員） 逆の場合もあります。 

（牛尾議員） 銀行の方が、あんな管理能力のないところには代理店をさしたくない

と言って。 

（麻生議員） ということなんです。そこのところがちょっとまた難しいところなん

だと私どもは思うんです。ですから、あえて、今ここで何となく不安をあおるネ

タで、私は法案を通さなければいけないという議員の立場でいるものですから、

党との間に立って、これを通さなければいけないというときに、一番ワアワア言

ってこられそうな高齢者を多く抱えている山村過疎のところでどうだと言われる

と、非常に反論がしにくいことになります。町村合併で町役場がなくなって、ま

たさらに遠くなっておるというようなのが、この間も選挙で回って幾つも聞かさ

れましたけれども、そういう話が出てくると、非常に反論がしにくいというとこ

ろなんです。ですから、私どもは基本的に、ユニバーサルサービスの前提になっ

ておりますので、義務というのを何も外して問題をワアワアすることもないんじ

ゃないかと。私どもは民営化した後の話として、現実問題としてそういったもの

がいて、さらに過疎が進むのか。実際問題、そのところとしては郵便事業は維持

しなければいかんわけですから、ついでにそれも置いておいたって別にいいんじ

ゃないですかと。理想論の話と、法案を通さなければいかんなという間と両方を

考えなければいかん立場におりますものですから、どうしてもそこらのところを

考えると、今、申し上げたようなところが、ユニバーサルサービスでなくても皆

来るじゃないかと私も簡単にそう思っていたんですが、いざ聞いてみると、やり

ませんよというのがいたもんですから、それで「ちょっと待て」と思って今申し

上げたというのが背景です。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 今、麻生大臣のおっしゃったことに直接の反論では決してないのです

が、我々の考え方というのは、貯金、金融ですね、それから保険については、い

ずれにしても、民間部門のそうしたサービスが十分に発達しているということが
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基本だ。したがって、先ほども申し上げましたけれども、他の先進国でも、そう

したものは民間部門に委ねているところが圧倒的に多い。 

先ほど関連して本間議員が指摘された１つの事実は、農協まで含めると、つま

りは郵便局以外に金融機関が全くないというのは、我々の聞いている情報では日

本全国に７つの村しかないということ。繰り返しですが、金融、保険については、

基本はやはり民間部門のそうしたサービスが日本では戦後五十数年経って十分に

発達してきたということが非常に重要な認識だろうと考えております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 金融部門のサービスが発達してきたということに関して、全く反論は

ありません。それは全然否定はしません。事実だと思います。 

ただ、私どもはそれがユニバーサルサービスの中に、今、ユニバーサルサービ

スは一つになっておりますから、これが民営化された後も郵便局と同じように窓

口を持っていく郵便の中に、もとはと言えば、どのみちあるわけですから、義務

をわざわざ外すことによって起きるデメリット、義務化をすることによって起き

るデメリットの両方を考えたときに、わざわざ義務化しないということを書くこ

とは必要もないのではないかという感じが正直な実感です。 

（牛尾議員） 経営者の視点から言いますと、ユニバーサルサービスが別に、今、麻

生大臣のように、懸念があれば置いておいてもいいけれども、それが非常に高く

ついたら困るわけです。高くつかないで置く分なら構わないけれども、ユニバー

サルサービスだと急に膨れ上がって、費用がかかったら困るということさえ頭に

入れておけば、もう一つは、さらにこれから市町村合併、いろんなこの４つ変化

する分野の中でますます過疎地が増えていくかもしれない。そうすると窓口ネッ

トワークの会社は、この場所とこの場所は追加指定を出さなければいけない。ま

すます、これはユニバーサルサービスから出すんじゃなくて、そういうことがイ

メージを上げるから、今もユニバーサルサービスとか、環境問題とか、利益還元

というのは、ユニバーサルサービスで義務づけられなくても、いい企業ならそう

いうことをすることが大変なセールスプロモーションでありますから、それとお

金のかからないサービスの義務がくっついていい方に循環するような形で、この

議論を持っていくことは非常にいいことだろうと思うんですね。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 大臣のおっしゃることもよく理解できる部分があります。ただ、窓口

ネットワークは維持されるわけでありまして、その窓口ネットワークの収益源と

して、郵便貯金、あるいはこれから潜在的に民間の金融機関がその窓口を使って

販売するであろう金融商品などが考えられるが、これが柱にならなければ、ネッ

トワークの部分が収益性が上げられないわけでありまして、客が来ようが来まい

が看板に掲げて、そこで来たときにそれに対応する。それをリジェクトするとい

うのは、郵便職員はそこにいるわけですから、たまたま、それを何のための排除

するかということになれば、追加的な費用なく手数料が入ってくるわけですから、

私は個別の利益として、これがなくなっていくということはあり得ない話なんだ
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ろうという具合に思いますので、これは積極的に集めるというインセンティブが

強まるとすれば、私はサービスが実態的に落ちるということはないんだろうと思

います。 

（麻生議員） 言っていることは同じことしか言っておらないので、余り意味がない

んだと思うんですけれども、基本的には商売をやっていくという上から立ちまし

たら、儲かることはやる、儲からないことはやらないと。３人はそこで生きたも

のですから、儲かるか儲からぬかしか、多分、民間となれば当然のことなんだと

思うんです。これが過疎地においても儲かればやるわけです。そうすると、僕は

牛尾さんの言われたのは、ユニバーサルサービスという義務がつけられているお

かげでコストが上がるというなら、それは民間ならやらないです。そんなものは

絶対に。しかし、どのみち郵便事業で義務づけられておるわけですから、そこだ

ったら、それをわざわざ外すことによって、トラブルを起こすのは余り意味がな

いと。今日、結論を出されるかどうかは知りませんけれども、生田さんやらに話

を聞かれてみた方がよろしいんじゃないかなというのが率直な実感です。 

（奥田議員） お話を聞いていると僻地といいますか、そういうところでのサービス

というのは問題だということで、しかし、それについて民間議員の方からは、そ

れをやめてしまえとか、そういうことは言っていないと思うんです。問題は、今

ユニバーサルサービスで多少コストがかかるとしても、都会といいますか、そう

いうところでは逆に言うと、なくす、あるいは、なくなってしまわざるを得ない

郵便局というのは出てくるんじゃないですか。 

（麻生議員） 簡易郵便局やら何やらでやったところとか、東京都の郊外なんかでバ

ブルの時期に出たところで、今ゴーストタウン化したところというのは、逆にい

っぱい出てきたりしておりますので、そういったところはむしろやめたい。その

ときは、バンバン家ができたところは、つくってくれ、つくってくれという話だ

ったらつくったけれども、今は実は要らないというようなところもございますの

で、私どもは民営化されたら間違いなく、今、半径1.1ｋｍに１つあることになっ

ておりますけれども、そういった中で、都会なんかは別にむしろやめてもいいと

ころで、コストを当然のこととして２か所を一つにするような形になると、私は

そんな感じがいたします。 

（奥田議員） 大臣の言われたことを考えると、結局、トータルコストで私はむしろ

マイナスになるんじゃないかというような。 

（牛尾議員） コストが下がるということ？ 

（奥田議員） 下がると。 

（牛尾議員） 僕も下がると思いますよ。 

（奥田議員） そういう部分になると思いますけどね。 

（麻生議員） コストが下がるのは間違いなく、民営化された方がコストが下がるで

あろうというのは、私も賛成です。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 先ほど福井総裁がおっしゃった問題は、ユニバーサルサービスの義務
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づけに対して、効率上の観点から、説明責任の観点から非常に重要なポイントで

ございまして、今、我々がここで議論していたのは、ユニバーサルサービスを義

務づけた際のコストと便益が一体どういうような形で帰結として変化が起こるか

ということなわけですが、ユニバーサルサービスを入れたことに伴って、内部組

織の効率性の努力であるとか、それぞれの企業の強化の面で、外した場合と残し

た場合の問題が、どのように新会社に作用するかどうかということが非常に重要

である。その意味で福井総裁も機能的な部分のところで、きちんと経理のチャン

ネルも含めて精査をしながら、できるだけあいまいな、内部補助的な部分のとこ

ろと、リスク遮断の部分のところを、その会計制度のルール、あるいはトランザ

クションの明確化を通じて、それで効率化をしていこうということで御議論され

ておられます。私は後段の部分はきちんとそれを組織の中にも反映させ、そして

コーディネーションする場合にも、できるだけその面が悪い方向に作用しない形

でどのように設計をするか、インセンティブの面でも、それを設計するかという

ことが大事なんだろうと。 

（麻生議員） 勘定区分、分社化、社内カンパニーとかいろいろな表現で出てきまし

たけれども、簡単には勘定区分をきちんとするという話だと思いますので、郵便

局員３人しかないところに、４事業やったらもう一人雇うのかという話みたいな

馬鹿馬鹿しいことは経営者だったら絶対しません。それはそのまんまで多分やる

んですよ。それで給与の比率を利益率で割るかなんかでするでしょうから、私ど

もはコストとあれの負担は当然だと思います。その観点は大事なところだと思い

ます。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 窓口ネットワークが特定郵便局や郵便公社で働いている人にとって、

この登場が胸がときめくような表現で書くべきなのに、何か暗い感じを与えてい

るとすれば表現方法に間違いがあったと思うんです。郵便局というのは、1.1ｋｍ

に１軒あるんですよ。今問題になっている社会保険庁というのは9.8ｋｍに１軒で

ね、税務署が7.6ｋｍに１軒とか、払いたくないものは余りないんですね。これが

払いたくないのが1.1ｋｍであれば回収は簡単なわけですよ。そのぐらいたくさん

あるんだから、こんな魅力のある窓口ネットワークというのは、固定サービスの

代行でも幾らでもできるわけです。そういうことをもっと上手にいっぱい書いて、

「だったら我々の商売は大変だろうと。３階に住んでいる家をマンションに引っ

越して、全部オフィスにしようか。」というぐらいの気持ちを思わせば、この問

題は全然変わってくるわけですね。そういう意味では、窓口ネットワークという

のは暗い感じで、延長線上にあるような印象を与えているとすれば書き方がまず

かったんで、1.1ｋｍに１軒というのは、再配置で適正に本当に1.1ｋｍにしない

といけないんですね。固まって100ｍごとにあったりするわけですから。それは生

田総裁も公社の段階で再配置を考えたいとおっしゃっているわけですから、そう

いう意味では、僻地にまで万遍なくいくような再配置を考えてもらって、やるこ

とは山ほどあるという雰囲気のポジティブな書き方をもう少しした方がいいので
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はないかというふうに思います。 


以上です。 


（竹中議員） ありがとうございました。それでは、ものすごいたくさん意見が出た

んですが、要約を若干させていただきます。まず、「見えない国民の負担」等々

については、数字についてはいろんな見解があるから幅を持って見なければいけ

ないということだと思います。 

１つの数字がひとり歩きするということは避けなければならない。ただ、同時

にある程度の見えない国民負担があるということは、全面的には否定はできない

だろうということだと思います。同時に、効率・非効率の面についても幅を持た

せて見なければいけない。郵政が非常に頑張っているというところがあるという

ことは間違いない事実なんだと思います。そうした点も踏まえて、これらがさら

によくなるように、経済的に立ち行くようにするために、民営化というのは非常

に有効な方策であるということについては合意がある、ということだと思います。

ただし、そこについてのメッセージ性についてはもっと考えなければいけない。

メッセージ性をもっと高める必要があり、この３つポイントについてのメッセー

ジ性を高めるように努力をせよということだと思います。これは事務方にも工夫

をさせます。それの一環として昀後の出た話としては、窓口ネットワークが年金

を含む公的なサービスをやるような形に、それも一つのアイディアではあろうと

いうことなのだと思っております。 

ユニバーサルサービスについて、今日の時点で明確な結論は出ませんが、民間

議員が書かれた定義については、とりわけ大きな反対はなかったということでは

なかったかと思います。同時にユニバーサルサービスは、やはり、それをできれ

ば昀小化して、新たな負担が出ないようにしなければいけない、という点も重要

であろうかと思います。これとの関連で、これはユニバーサルサービスだけじゃ

なくて、出た話としては、やはりコスト負担を透明にしていくような仕組みはど

のような場合でも十分にしなければいけない。それとの関連で、機能を自立する

ための勘定の明確化等々は当然やっていく、ということだと思います。 

さらに、議論の仕方として、イノベーションのプラス面といいますか、ここで

言うところのダイナミックな議論を同時にしていかなければいけない。ダイナミ

ックな面の、その対局にあるスタティックな面としては、今の法律にはこう書い

てあるからこうだというような議論は卒業して、どのように新しい制度をつくっ

ていくかという姿勢が必要だということだと思います。 

その上で、郵政の具体的なユニバーサルサービスのあり方については、窓口が

国民にとって、すべての国民にアクセス可能にしなければいけない。それは中間

とりまとめの段階で我々が確認していることでありますし、その上に郵便と郵貯

と簡保が乗っかるということについても確認をしているところである。ただし、

それを法律でどのように義務づけるかということについては、必ずしもまだ一致

していないところがある。郵便については、法律で義務づけるということについ

ては合意があるということだと思います。 
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郵貯・簡保という金融については、諸外国についても例がないことであり、や

はりこれについては、少なくとも法律で義務を課すのはいかがなものか、という

ことに関して、民間議員から強い御意見があった。ただし、窓口ネットワークに

関しては、様々な見方がある。あえてそれを外さなくてもよいではないかという、

その政治プロセス上の御意見もあったということ。しかし、実態的にそのような

ことを法律上で義務づける必要があるのかということに関しては、民間議員から

は疑問が提示されたということだと思います。 

今日の時点で、必ずしも議論されていなかったことと思いますのは、やはり、

法律で義務づけるということは、これから民間企業になるという、この民間企業

を縛るということを意味しております。例えばですけれども、銀行については、

それはないという強い御意見がありましたけれども、銀行に一つの義務を課する

ということは、これは他の銀行と競争するときの条件を根本的に変えるというこ

とになりますから、その場合は、どこかで国が面倒を見なければいけないという

ことを自動的に意味してくるのだと思います。それに関しては、どのような形で

あれ、やはり財政負担にもつながるわけですから、そこは実体をどのように確保

するか、同時に地方の方々にいかに安心感を与えるか、それとやはり負担は昀小

にしなければいけない、という観点を踏まえて、引き続き議論をしていくという

ことなのかなと思っております。 

以上が要約でございますが、どうぞ。 

（奥田議員） 今日は話が出なかったんですけれども、ほとんどユニバーサルサービ

ス等に焦点が当たったような感じなんですけれども、郵貯・簡保なんかでまた相

当問題が残っていると思うんです。それはいつやるんですか。 

（竹中議員） 今日はイントロダクションとして、なぜ民営化をしなきゃいけないの

かということと、ユニバーサルサービスの議論をいたしました。８月２日に開催

予定の経済財政諮問会議には生田総裁、それと田中座長にもおいでをいただきま

して、集中的な審議をいたします。そこでの議論としましては、まさに窓口ネッ

トワーク・郵便・郵貯・簡保、それぞれの機能をどうするのか、それを受けて組

織形態をどうするのか、移行期・準備期をどうするのか、雇用のあり方や推進体

制をどうするのか、ということについて、極めて幅広い議論を行っていただこう

かと思っております。２日で足りない分については、６日に議論を行いたい。そ

の意味では大変重要な審議になります。ぜひあと１週間ぐらいで御準備をそれぞ

れにいただきたいというふうに思っております。本間議員。 

（本間議員） ユニバーサルサービスに戻るんですが、ユニバーサルサービスを義務

づけるか否かというのは、どの法律で義務づけるかどうかというのは極めて重要

なポイントで、仮に金融部門であるから金融業関連業法の中で、このグローバル

なユニバーサルサービスの義務づけをするということなれば、他の金融機関にお

いても同等の条件を付するということになりますから、新たに民間金融機関に対

して、そういうものをやるかどうか非常に大きな問題があるんだろうと思います。

もし、仮に今の郵政の関連の中で、それをやるとすれば、イコールフッティング
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に反するという部分がありますから、そこは技術的にきちんと論理的に整理した

上でやるべき問題だろうと思います。 

（竹中議員） 官房長官。 

（細田議員） 今、言われたことの裏だと思うんですけれども、やはり、社会的にい

ろんな存在があって、そして、論争があって、いろんなことが加わると思ってい

ろんな意見が出る。例えば、金融にしても保険にしても、この問題は一体何が恐

ろしいのかという恐れ、今の郵便局から見て、実は余り恐ろしくないこともたく

さんあるんだけれども、実は相当恐ろしい可能性もあって、それは何なのか、そ

れから、何をどうやればクリアできるのか、というアプローチも必要だ。あんま

りユニバーサルサービスだと言うと、だんだん議論が観念的になっちゃうんだけ

れども、そのお互いの恐ろしさがだんだん中和されて、なかなかこっちにとって

もいい、あちらにとってもいいという議論ができ上がっていかないと、法律でも

何でも社会的には非常にできにくいので、そういう議論も必要なんじゃないです

か。意外に中和はしうるという気がするんだけれども。 

（竹中議員） 次回はそういう極めて具体的な話になると思いますので。総理。 

（小泉議長） これは長年私がやっているから、政治情勢は私が一番よく知っている

んだよ。経済の面においても、財政の面においても、行政の面においても実に深

くて大きな改革なんです。もちろん、一番大きな問題は政治問題なので、ともか

く公務員の身分を失いたくない。だから、選挙で応援して、自民党も社会党も全

部国会を黙らしちゃった。基本的には、なぜ、この３事業を行うのに国家公務員

じゃないといけいなのか。しかも28万人の常勤。非常勤、短期公務員を入れると

40万人もいる。本当に公務員じゃないとできないのか。とんでもない、できます

よ、常識で考えても。経済界でも、学者でも、郵政３事業だけは民営化できない

と言っていた。与野党が全部反対なのだから。初めて、粘り強く、全額預託を廃

止し、郵政公社だけではなくて郵便の民間事業参入を促してきて、「ここまでだ

よ」「郵政公社以外絶対だめだよ。公務員絶対外しちゃだめだよ」というのをよ

うやく外して、民営化を政治課題に載せてきたんですから、そういう中での３事

業というのは官僚に任せるよりも民間人に任せた方がよりうまい経営ができるで

しょう。常識でしょう、今までの事業を見たら。今の３事業に40万人も本当に必

要としているのか。民間でやれば、たくさんの事業ができる。サービス展開だっ

て役人が考えた以上にできる。国会で簡易保険や郵便貯金の商品について国会議

員が議論していた。聞きながら馬鹿らしくなることがたくさんあったよ。なぜ国

会議員が一々商品を議論しなければならないのか。福祉じゃないんだから、そう

いうごく常識に立ち返ってみなきゃだめよ。役人に任せるより、民間人に経営を

任せた方がはるかにサービス展開はできる。 

ほかの改革はともかく、この郵政民営化は私が首相じゃないとできないんだか

ら、全部反対なんだから。今だってそうだ。自由にやったら全部反対ですよ。そ

の反対を賛成させるというのは、私が首相だからできる。しかも時間をかけて。 

（牛尾議員） 簡単じゃないね。 
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（小泉議長） 簡単じゃないけれども、いよいよ大きな基盤ができたわけですから、

よろしくそういうふうに考えて精力的に議論をしていただきたいと思います。お

願いします。 

（麻生議員） 簡単じゃないという意識だけ持ち続けていただければ大丈夫です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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